
No. 科 名 種 名

1 イワヒバ コケスギラン

2 ハナヤスリ ミヤマハナワラビ

3 ウラボシ ナガオノキシブ

4 ウラボシ ミヤマノキシノブ

5 ウラボシ オシャクジテンダ

6 ウラボシ イワオモダカ

7 ナデシコ カンチヤチハコベ

8 ナデシコ イトハコベ

9 マツブサ チョウセンゴミシ

10 キンポウゲ ミョウコウトリカブト［キタザワブシを含む］

11 キンポウゲ ヤマオダマキ［オオヤマオダマキを含む］

12 キンポウゲ バイカモ

13 キンポウゲ ヒメバイカモ

14 オトギリソウ オクヤマオトギリ[オトギリソウを含む]

15 オトギリソウ ミヤコオトギリ

16 ケシ ツルケマン（ツルキケマン）

17 ユキノシタ ハナチダケサシ

18 ユキノシタ ヤシャビシャク

19 ユキノシタ ザリコミ

20 バラ カラフトダイコンソウ

21 バラ ミヤマモミジイチゴ

22 バラ ミヤマワレモコウ

23 バラ タカネナナカマド

24 バラ コキンバイ

25 カエデ クロビイタヤ[シバタカエデを含む]

26 モチノキ フウリンウメモドキ[オクノフウリンウメモドキを含む]

27 ニシキギ ヒロハツリバナ（ヒロハノツリバナ）

28 ニシキギ アンドンマユミ

29 ツゲ フッキソウ

30 スミレ チシマウスバスミレ（ケウスバスミレ）

31 ウコギ ミヤマウド

32 セリ ホタルサイコ

33 セリ シムラニンジン

34 ツツジ アブラツツジ

35 ツツジ ユキグニミツバツツジ

36 ツツジ マルバウスゴ（シコクウスゴ）

37 サクラソウ ハクサンコザクラ（ナンキンコザクラ）

尾瀬国立公園 指定植物（案）
1.新規指定
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38 リンドウ ミヤマリンドウ

39 リンドウ テングノコヅチ

40 ガガイモ スズサイコ

41 ムラサキ ミヤマムラサキ

42 ムラサキ エゾムラサキ

43 クマツヅラ カリガネソウ

44 シソ ミヤマタムラソウ（ケナツノタムラソウ）

45 タヌキモ イヌタヌキモ

46 スイカズラ キバナウツギ

47 キキョウ ソバナ[シロソバナ（シロバナソバナ）を含む]

48 キク アイヅヒメアザミ（アイズヒメアザミ）

49 キク ジョウシュウオニアザミ

50 キク エゾムカシヨモギ

51 キク カンチコウゾリナ

52 ユリ ギョウジャニンニク

53 ホシクサ ユキイヌノヒゲ

54 ホシクサ ノソリホシクサ

55 ホシクサ ハライヌノヒゲ

56 イネ タテヤマヌカボ

57 イネ ムツノガリヤス

58 イネ ヤマムギ

59 イネ イブキソモソモ

60 カヤツリグサ ホソバオゼヌマスゲ

61 カヤツリグサ タカネハリスゲ（ミガエリスゲ）

62 カヤツリグサ サッポロスゲ

63 カヤツリグサ キンスゲ（セイタカキンスゲ）

64 カヤツリグサ エゾハリスゲ（オオハリスゲ）

65 ラン キバナノアツモリソウ

66 ラン ヒロハトンボソウ
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No. 科 名 種 名

1 ミズゴケ ミズゴケ属

2 ヒカリゴケ ヒカリゴケ

3 ヒカゲノカズラ コスギラン

4 ヒカゲノカズラ ヒメスギラン

5 ヒカゲノカズラ ミヤマヒカゲノカズラ（チシマヒカゲノカズラ）

6 ヒカゲノカズラ マンネンスギ（ウチワマンネンスギ、タチマンネンスギ）

7 ヒカゲノカズラ ヤチスギラン

8 ヒカゲノカズラ タカネヒカゲノカズラ

9 イワヒバ エゾノヒメクラマゴケ（エゾヒメクラマゴケ）

10 イワヒバ ヒモカズラ

11 ハナヤスリ ヤマハナワラビ[エゾフユノハナワラビを含む]

12 シシガシラ ミヤマシシガシラ[アオジクミヤマシシガシラを含む]

13 オシダ ナンタイシダ

14 オシダ オクヤマシダ

15 ヒメシダ タチヒメワラビ

16 ヒメシダ ニッコウシダ

17 イワデンダ イワイヌワラビ

18 イワデンダ ウサギシダ

19 イワデンダ イワウサギシダ

20 ウラボシ ホテイシダ

21 ヒノキ ミヤマビャクシン（ソナレ、ミヤマハイビャクシン）

22 ヒノキ ミヤマネズ[ホンドミヤマネズを含む]

23 マツ ハイマツ（エゾハイマツ、クビナガハイマツ）

24 イチイ イチイ[キャラボクを含む]

25 ヤマモモ ヤチヤナギ

26 ヤナギ シライヤナギ

27 タデ イブキトラノオ

28 ナデシコ カトウハコベ

29 ナデシコ ホソバツメクサ（コバノツメクサ）

30 ナデシコ タカネナデシコ[シロバナタカネナデシコ、カワラナデシコを含む]

31 ナデシコ センジュガンピ

32 キンポウゲ オオレイジンソウ

33 キンポウゲ ヤマトリカブト[オクトリカブト（オゼトリカブト）を含む]

34 キンポウゲ レイジンソウ

35 キンポウゲ サンヨウブシ（ジョウシュウトリカブト）

36 キンポウゲ ホソバトリカブト

37 キンポウゲ ナンタイブシ

尾瀬国立公園 指定植物（案）
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38 キンポウゲ ヒメイチゲ

39 キンポウゲ ハクサンイチゲ[ヒメハクサンイチゲを含む]

40 キンポウゲ キクザキイチゲ（キクザキイチリンソウ）

41 キンポウゲ サンリンソウ

42 キンポウゲ リュウキンカ[エンコウソウを含む]

43 キンポウゲ ミヤマハンショウヅル（コミヤマハンショウヅル）

44 キンポウゲ トリガタハンショウヅル

45 キンポウゲ バイカオウレン（ゴカヨウオウレン）

46 キンポウゲ ミツバオウレン

47 キンポウゲ ミツバノバイカオウレン（コシジオウレン）

48 キンポウゲ シラネアオイ

49 キンポウゲ オキナグサ

50 キンポウゲ ミヤマキンポウゲ

51 キンポウゲ イトキンポウゲ

52 キンポウゲ オゼキンポウゲ（シコタンキンポウゲ）

53 キンポウゲ ハルカラマツ

54 キンポウゲ ミヤマカラマツ

55 キンポウゲ シナノキンバイ

56 ボタン ヤマシャクヤク

57 メギ サンカヨウ（マルバサンカヨウ）

58 メギ キバナイカリソウ[クモイイカリソウを含む]

59 メギ トガクシソウ（トガクシショウマ）

60 スイレン ネムロコウホネ[オゼコウホネを含む]

61 スイレン ヒツジグサ（エゾヒツジグサ）

62 ウマノスズクサ ミクニサイシン（三国山脈産ウスバサイシン，サイシン：広義）

63 オトギリソウ イワオトギリ

64 モウセンゴケ ナガバノモウセンゴケ

65 モウセンゴケ モウセンゴケ

66 モウセンゴケ サジバモウセンゴケ

67 ケシ ホンシュウエンゴサク（本州産エゾエンゴサク、オトメエンゴサク）

68 ケシ コマクサ

69 ケシ オサバグサ

70 アブラナ イワハタザオ（イワテハタザオ）[ウメハタザオを含む]

71 アブラナ ヤマガラシ（ミヤマガラシ）

72 アブラナ ハクセンナズナ

73 ユキノシタ アラシグサ

74 ユキノシタ ヒメウメバチソウ

75 ユキノシタ ウメバチソウ（コウメバチソウ）

76 ユキノシタ
ダイモンジソウ（ミヤマダイモンジソウ、ウチワダイモンジソウ）[ウラベ
ニダイモンジソウを含む]
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77 ユキノシタ クロクモソウ（セイカクロクモソウ）

78 ユキノシタ フキユキノシタ

79 バラ タカネザクラ（ミネザクラ）[チシマザクラを含む]

80 バラ クロバナロウゲ

81 バラ ノウゴウイチゴ

82 バラ シロバナノヘビイチゴ（モリイチゴ）

83 バラ ミヤマダイコンソウ

84 バラ イワキンバイ

85 バラ キンロバイ

86 バラ ミヤマキンバイ

87 バラ オオタカネバラ

88 バラ タカネバラ（タカネイバラ）

89 バラ コガネイチゴ

90 バラ ベニバナイチゴ

91 バラ タカネトウウチソウ（ケトウウチソウ）

92 バラ チングルマ（イワグルマ）

93 バラ マルバシモツケ

94 バラ イワシモツケ（マルバイワシモツケ）

95 フウロソウ
ハクサンフウロ（アカヌマフウロ）[シロバナハクサンフウロ、エゾフウロ
を含む]

96 トウダイグサ ハクサンタイゲキ（オゼヌマタイゲキ）

97 スミレ キバナノコマノツメ[ジョウエツキバナノコマノツメを含む]

98 スミレ ウスバスミレ

99 スミレ
オオバキスミレ[ミヤマキスミレ、ナエバキスミレ、ダイセンキスミレを含
む]

100 スミレ オオバタチツボスミレ（ヤチスミレ）[ケオオバタチツボスミレを含む]

101 スミレ ミヤマスミレ[ハダカミヤマスミレを含む]

102 スミレ
ツボスミレ（ニョイスミレ）[シラユキスミレ，ムラサキコマノツメ.、ミヤマツ
ボスミレ、アギスミレを含む]

103 アカバナ ヤナギラン

104 アカバナ ヒメアカバナ

105 アカバナ ミヤマアカバナ（コアカバナ）

106 アカバナ ムツアカバナ

107 スギナモ スギナモ

108 ミズキ ゴゼンタチバナ

109 セリ ミヤマトウキ（イワテトウキ、ナンブトウキ）

110 セリ ハクサンサイコ

111 セリ ハクサンボウフウ

112 セリ シラネニンジン[ホソバシラネニンジンを含む]

113 セリ ミヤマウイキョウ（ヤマウイキョウ）

114 イワウメ イワウメ

115 イワウメ ヒメイワカガミ
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116 イワウメ イワカガミ[コイワカガミ、オオイワカガミを含む]

117 イワウメ オオイワウチワ（イワウチワ）

118 イチヤクソウ ウメガサソウ

119 イチヤクソウ シャクジョウソウ（シャクジョウバナ）

120 イチヤクソウ コイチヤクソウ

121 イチヤクソウ コバノイチヤクソウ

122 イチヤクソウ ベニバナイチヤクソウ（ベニイチヤクソウ）

123 イチヤクソウ ジンヨウイチヤクソウ

124 ツツジ
ヒメシャクナゲ（ヒロハヒメシャクナゲ）[カラフトヒメシャクナゲ、シロバナ
ノヒメシャクナゲを含む]

125 ツツジ コメバツガザクラ

126 ツツジ イワヒゲ

127 ツツジ ミヤマホツツジ

128 ツツジ サラサドウダン[ベニサラサドウダンを含む]

129 ツツジ イワナシ

130 ツツジ アカモノ（イワハゼ）

131 ツツジ ハリガネカズラ

132 ツツジ シラタマノキ（シロモノ）

133 ツツジ
ハナヒリノキ[ヒメハナヒリノキ、ウラジロハナヒリノキ（コシノハナヒリノ
キ）、ウスユキハナヒリノキを含む]

134 ツツジ ミネズオウ

135 ツツジ
ウラジロヨウラク（ツリガネツツジ、ガクウラジロヨウラク）[アズマツリガ
ネツツジを含む]

136 ツツジ アオノツガザクラ

137 ツツジ ツガザクラ

138 ツツジ ムラサキヤシオツツジ（ムラサキヤシオ、ミヤマツツジ）

139 ツツジ
ハクサンシャクナゲ（ウラゲハクサンシャクナゲ、シロシャクナゲ、シロ
バナシャクナゲ、ネモトシャクナゲ）[ケナシハクサンシャクナゲを含む]

140 ツツジ アズマシャクナゲ（シャクナゲ）

141 ツツジ レンゲツツジ

142 ツツジ オオバツツジ

143 ツツジ シロヤシオ（ゴヨウツツジ）

144 ツツジ コメツツジ[オオコメツツジを含む]

145 ツツジ トウゴクミツバツツジ

146 ツツジ ヒメツルコケモモ

147 ツツジ ツルコケモモ

148 ツツジ コケモモ

149 ガンコウラン ガンコウラン

150 サクラソウ ヤナギトラノオ

151 サクラソウ ユキワリソウ

152 サクラソウ クリンソウ[シロバナクリンソウを含む]

153 サクラソウ オオサクラソウ（ミヤマサクラソウ）

154 サクラソウ ツマトリソウ[コツマトリソウを含む]
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155 リンドウ トウヤクリンドウ

156 リンドウ オヤマリンドウ

157 リンドウ
ハルリンドウ[シロバナハルリンドウ，タテヤマリンドウ，シロバナタテヤ
マリンドウを含む]

158 リンドウ エゾリンドウ[ホロムイリンドウ、エゾオヤマリンドウを含む]

159 リンドウ ハナイカリ

160 リンドウ ホソバノツルリンドウ（ホソバツルリンドウ）

161 ミツガシワ ミツガシワ

162 ミツガシワ イワイチョウ

163 アカネ エゾノヨツバムグラ[オオバノヨツバムグラを含む]

164 ムラサキ ムラサキ

165 シソ イブキジャコウソウ（イワジャコウソウ）

166 ゴマノハグサ ミヤマコゴメグサ[ホソバコゴメグサを含む]

167 ゴマノハグサ ヨツバシオガマ

168 ゴマノハグサ オニシオガマ

169 ゴマノハグサ タカネシオガマ[シロバナタカネシオガマを含む]

170 ゴマノハグサ エゾシオガマ

171 ゴマノハグサ クガイソウ（クカイソウ）

172 ハマウツボ オニク（キムラタケ）

173 タヌキモ ムシトリスミレ

174 タヌキモ ミミカキグサ

175 タヌキモ コタヌキモ

176 タヌキモ ヒメタヌキモ

177 タヌキモ ヤチコタヌキモ

178 タヌキモ ムラサキミミカキグサ

179 スイカズラ リンネソウ

180 スイカズラ クロミノウグイスカグラ（ケヨノミ）[マルバヨノミを含む）]

181 スイカズラ コウグイスカグラ[チチブヒョウタンボクを含む]

182 オミナエシ ハクサンオミナエシ（コキンレイカ）

183 キキョウ ヒメシャジン

184 キキョウ
ツリガネニンジン[シラゲシャジン、ハクサンシャジン（タカネツリガネニ
ンジン）を含む]

185 キキョウ ホタルブクロ[ヤマホタルブクロを含む]

186 キキョウ サワギキョウ[シロバナサワギキョウを含む）]

187 キク エゾウサギギク［ウサギギクを含む］

188 キク チョウジギク（クマギク）

189 キク ヒメシオン

190 キク オニアザミ（ハリオニアザミ）

191 キク オゼヌマアザミ

192 キク ジョウシュウアズマギク

193 キク ミヤマコウゾリナ
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194 キク ミズギク[オゼミズギク含む]

195 キク タカネニガナ

196 キク
ニガナ[オゼニガナ、クモマニガナ（シロバナクモマニガナ）、ハナニガナ
を含む]

1987 キク ホソバヒナウスユキソウ

198 キク ウスユキソウ[ミネウスユキソウを含む]

199 キク オタカラコウ

200 キク マルバダケブキ

201 キク カニコウモリ

202 キク シラネアザミ[ニッコウトウヒレン、クロトウヒレンを含む]

203 キク
アキノキリンソウ（アワダチソウ）[ミヤマアキノキリンソウ（コガネバナ、
コガネギク）、キリガミネアキノキリンソウを含む]

204 ホロムイソウ ホロムイソウ（エゾゼキショウ）

205 シバナ ホソバノシバナ

206 ユリ ネバリノギラン

207 ユリ シロウマアサツキ（シブツアサツキ）

208 ユリ ツバメオモト

209 ユリ カタクリ

210 ユリ キバナノアマナ

211 ユリ ショウジョウバカマ

212 ユリ ゼンテイカ（ニッコウキスゲ）

213 ユリ コバギボウシ[タチギボウシを含む]

214 ユリ オゼソウ

215 ユリ キヌガサソウ

216 ユリ コオニユリ

217 ユリ クルマユリ

218 ユリ チシマアマナ

219 ユリ キンコウカ

220 ユリ クルマバツクバネソウ

221 ユリ ヒロハユキザサ（ヒロハノユキザサ、ミドリユキザサ）

222 ユリ オオバタケシマラン（アラゲオオバタケシマラン）

223 ユリ イワショウブ

224 ユリ タマガワホトトギス[ニッコウホトトギス（ハゴロモホトトギス）を含む]

225 ユリ エンレイソウ[クロミノエンレイソウを含む]

226 ユリ ミヤマエンレイソウ（シロバナエンレイソウ）

227 ユリ
アオヤギソウ[タカネアオヤギソウ、ムラサキタカネアオヤギソウ、シュ
ロソウを含む]

228 ユリ コバイケイソウ（コバイケイ）[ウラゲコバイケイを含む]

229 アヤメ ヒメシャガ

230 アヤメ カキツバタ（シロカキツバタ）

231 アヤメ ヒオウギアヤメ

232 イグサ ミクリゼキショウ
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233 イグサ ミヤマホソコウガイゼキショウ

234 イグサ タカネスズメノヒエ（ミヤマスズメノヒエ）

235 ホシクサ クロイヌノヒゲモドキ（オゼイヌノヒゲ）

236 イネ ミヤマヌカボ

237 イネ タカネコウボウ（ケタカネコウボウ）

238 イネ ヒゲノガリヤス[オオヒゲガリヤスを含む]

239 イネ チシマガリヤス（ヒロハチシマガリヤス）

240 イネ ミヤマノガリヤス

241 イネ ヤマオオウシノケグサ

242 サトイモ ミズバショウ

243 サトイモ ザゼンソウ（ダルマソウ）

244 サトイモ ヒメザゼンソウ

245 ミクリ タマミクリ［ホソバタマミクリを含む］

246 カヤツリグサ ミネハリイ

247 カヤツリグサ ヤチスゲ

248 カヤツリグサ トマリスゲ（ホロムイスゲ、クロスゲ）

249 カヤツリグサ イワスゲ

250 カヤツリグサ ヒロハオゼヌマスゲ

251 カヤツリグサ ヌイオスゲ（シロウマヒメスゲ）

252 カヤツリグサ サギスゲ

253 カヤツリグサ ワタスゲ（スズメノケヤリ）

254 カヤツリグサ ミヤマイヌノハナヒゲ

255 カヤツリグサ タカネクロスゲ

256 ラン コアニチドリ

257 ラン キソエビネ

258 ラン キンセイラン

259 ラン サルメンエビネ

260 ラン ササバギンラン

261 ラン オノエラン

262 ラン アオチドリ

263 ラン サイハイラン

264 ラン トケンラン

265 ラン
ハクサンチドリ[シロバナハクサンチドリ、ウズラバハクサンチドリを含
む]

266 ラン イチヨウラン（ヒトハラン）

267 ラン サワラン（アサヒラン）[キリガミネアサヒランを含む]

268 ラン コイチヨウラン

269 ラン エゾスズラン（アオスズラン）

270 ラン カキラン（スズラン）

271 ラン トラキチラン
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272 ラン オニノヤガラ

273 ラン アケボノシュスラン

274 ラン ツリシュスラン[ヒロハツリシュスランを含む]

275 ラン ヒメミヤマウズラ

276 ラン ノビネチドリ

277 ラン テガタチドリ（チドリソウ）

278 ラン
オオミズトンボ（サワトンボ）[ヒメミズトンボ（チシマミズトンボ、オゼノサ
ワトンボ）を含む]

279 ラン ミズトンボ

280 ラン フガクスズムシソウ

281 ラン クモキリソウ

282 ラン スズムシソウ

283 ラン コフタバラン（フタバラン）

284 ラン ミヤマフタバラン

285 ラン ホザキイチヨウラン

286 ラン ヤチラン

287 ラン アリドオシラン

288 ラン コケイラン（ヒメケイラン）

289 ラン タカネトンボ（タカネトンボソウ）

290 ラン ミズチドリ（ジャコウチドリ）

291 ラン ツレサギソウ

292 ラン ヤマサギソウ[オオキソチドリ（ミチノクチドリ）を含む]

293 ラン ノヤマトンボ（オオバノトンボソウ）

294 ラン オオヤマサギソウ

295 ラン コバノトンボソウ[ホソバノキソチドリを含む]

296 ラン トキソウ

297 ラン ヤマトキソウ

298 ラン ヒトツボクロ

299 ラン ショウキラン
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No. 科 名 種 名

1 ヒカゲノカズラ スギラン

2 イワヒバ イワヒバ

3 ミズニラ ヒメミズニラ

4 ハナヤスリ ヒメハナワラビ（ヘビノシタ）

5 イノモトソウ ハコネソウ（ハコネシダ）

6 オシダ ナヨシダ

7 チャセンシダ クモノスシダ

8 ウラボシ ミヤマウラボシ

9 イラクサ コケミズ

10 ツチトリモチ ミヤマツチトリモチ

11 タデ ムカゴトラノオ

12 タデ ウラジロタデ

13 ナデシコ ミヤマミミナグサ

14 ナデシコ クモマミミナグサ

15 ナデシコ オオビランジ（ツルビランジ、ビランジを含む。）

16 ナデシコ エゾフスマ（シラオイハコベ）

17 ナデシコ シコタンハコベ

18 キンポウゲ アズマレイジンソウ

19 キンポウゲ イチリンソウ

20 キンポウゲ アズマイチゲ

21 キンポウゲ レンゲショウマ

22 キンポウゲ ミヤマオダマキ

23 キンポウゲ カザグルマ

24 キンポウゲ セツブンソウ

25 キンポウゲ シロカネソウ（ツルシロカネソウ）

26 キンポウゲ ベニバナヤマシャクヤク

27 ウマノスズグサ ミチノクサイシン

28 ウマノスズグサ コシノカンアオイ

29 オトギリソウ ニッコウオトギリ

30 ケシ ヤマブキソウ

31 アブラナ ミヤマハタザオ

32 アブラナ クモマナズナ

33 アブラナ ミギワガラシ

34 ベンケイソウ ホソバノキリンソウ

35 ベンケイソウ ホソバイワベンケイ（アオノイワベンケイ）

36 ベンケイソウ イワベンケイ

37 ユキノシタ シラヒゲソウ

3.解除

尾瀬国立公園 指定植物（案）
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38 バラ コシジシモツケソウ

39 バラ シモツケソウ（アカバナシモツケソウを含む。）

40 バラ ホザキシモツケ

41 マメ カラフトモメンヅル

42 マメ イワオオギ

43 フウロソウ グンナイフウロ

44 フウロソウ アサマフウロ

45 フウロソウ コフウロ

46 スミレ ヒゴスミレ

47 スミレ ヒメスミレサイシン

48 セリ ミヤマニンジン

49 イチヤクソウ ギンリョウソウモドキ（アキノギンリョウソウ）

50 イチヤクソウ ギンリョウソウ

51 イチヤクソウ マルバノイチヤクソウ

52 ツツジ ウラシマツツジ

53 ツツジ イワナンテン

54 ツツジ キバナシャクナゲ

55 ツツジ アカヤシオ

56 サクラソウ ユキワリコザクラ

57 サクラソウ サクラソウ

58 リンドウ コヒナリンドウ

59 シソ タテヤマウツボグサ

60 ゴマノハグサ ヒメコゴメグサ（コバノコゴメグサ）

61 ゴマノハグサ ヤマウツボ（ケヤマウツボを含む。）

62 ゴマノハグサ ハンカイシオガマ

63 ゴマノハグサ ヒメトラノオ

64 タヌキモ コウシンソウ

65 タヌキモ ホザキノミミカキグサ

66 スイカズラ ニッコウヒョウタンボク

67 マツムシソウ マツムシソウ（エゾマツムシソウを含む。）

68 キキョウ フクシマシャジン

69 キキョウ ミョウギシャジン

70 キキョウ ミヤマシャジン

71 キキョウ イワギギョウ

72 キキョウ キキョウ

73 キク クリヤマハハコ

74 キク ミヤマオトコヨモギ

75 キク ミヤマヨメナ

76 キク ハコネギク（ミヤマコンギク）
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77 キク イワインチン

78 キク フジアザミ

79 キク ニッコウアザミ

80 キク アズマギク

81 キク コウシュウヒゴタイ

82 キク アサマヒゴタイ

83 キク センダイトウヒレン（ナンブトウヒレン）

84 キク ヒメヒゴタイ

85 キク ヤハズトウヒレン

86 キク セイタカトウヒレン（トウヒレン）

87 キク キクアザミ

88 キク コウリンカ

89 キク クサノオオバノギク

90 ユリ ヤマラッキョウ

91 ユリ イワギボウシ

92 ユリ ヒメサユリ

93 ユリ ヒメマイズルソウ

94 ユリ ワニグチソウ

95 ユリ チシマゼキショウ（リシリゼキショウ）

96 ユリ チャボゼキショウ

97 ユリ ハナゼキショウ（イワゼキショウ）

98 アヤメ ノハナショウブ

99 アヤメ ナスヒオオギアヤメ

100 イグサ ミヤマゼキショウ

101 カヤツリグサ イトナルコスゲ

102 カヤツリグサ アシボソスゲ（シロウマスゲ）

103 カヤツリグサ シロハリスゲ（イッポンスゲ）

104 ラン エビネ

105 ラン ギンラン

106 ラン キンラン

107 ラン シュンラン（ホクロ）

108 ラン コアツモリ

109 ラン クマガイソウ

110 ラン アツモリソウ

111 ラン アオキラン

112 ラン ミヤマウズラ

113 ラン シュスラン

114 ラン ミヤマモジズリ

115 ラン サギソウ
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116 ラン ムカゴソウ

117 ラン ムヨウラン

118 ラン ギボウシラン

119 ラン ジガバチソウ

120 ラン アオフタバラン

121 ラン タカネフタバラン

122 ラン ヒメムヨウラン

123 ラン サカネラン

124 ラン ヨウラクラン

125 ラン ヒナチドリ

126 ラン カモメラン（カモメソウ）

127 ラン ウチョウラン

128 ラン ニョホウチドリ

129 ラン ジンバイソウ

130 ラン マイサギソウ

131 ラン キソチドリ

132 ラン ミヤマチドリ（ニッコウチドリ）

133 ラン カヤラン

134 ラン イイヌマムカゴ

135 ラン トンボソウ

136 ラン ハクウンラン
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